NYC Parks ホームページ 2nd April 2020
https://www.nycgovparks.org/about/health-and-safety-guide/coronavirus
3 月 25 日（東部時間）M.Silver 局長が話していた COVID19 対応の NYCPD のサイト

更新：4 月 2 日木曜日午前 9 時 30 分
世界保健機関は、COVID-19 疾患のパンデミックを宣言しました。この期間中、すべての公園利用者は、自身

の健康と安全を守るため、周囲の人々の健康と安全を守るために、更なる予防策を講じることを求めます。
現在、NY 市立公園は開いています。公園利用者は健康と安全を維持するために特別予防策を講じることをお
願いします。
ソロエクササイズは許可されていますが、公園でのチームスポーツ（バスケットボール、フットボール、ソフ
トボール、サッカーなど）は許可されていません。
外にいるときは、自分と他の人の間に少なくとも 6 フィートの距離を保ち、グループで集まることは避けてく
ださい。

私たちの公園のトイレは開いています。トイレは完全に消毒されていることを確認するために、適切な洗浄剤
で毎日トイレを掃除しています。
シティプレイグラウンド内にあるトイレは、追って通知があるまで閉鎖されます。

Central Park will always be your 843-acre backyard.

写真はいつもの春の様子

ファイルの写真：2 人の女性は、2020 年 3 月 25 日、米国ニューヨーク州でコロナウイルス病（COVID-19）が発生したときに、セント
ラルパークのほぼ空のシープメドウで社会的距離を隔てる練習をしています。ロイター/マイク Segar /ファイル写真
2020 年 3 月 30 日、セントラルパークのイーストメドウに、Samaritan's Purse, a Christian humanitarian aid organization,と FEMA によ
って仮設病院が設立されました。ロイター/ Aleksandra ミハルスカ

プログラムを中断していますが、セントラルパークは引き続きオープンしています。
コロナウイルス最新情報
セントラルパークの保護スタッフは、引き続きパークの維持管理に取り組んでいます。私たちはこの重要な時
期に社会的距離を保ちながら、公園を慰めの場所として開いたままにしておくために、景観、水域、ベンチの
定期的なメンテナンスと清掃を頻繁に行っています。
Conservancy は、ニューヨーク市での COVID-19 の変化を注視し続けています。
クオモ知事、疾病管理予防センター、 ニューヨーク公園局からの最新のガイダンスに従って、セントラルパ
ークでさらに通知されるまで、以下の活動が一時停止されます。
バスケットボール、サッカー、ソフトボール、サッカーなどの遊び場、スポーツ、グループレクリエーション
2020 年 4 月 12 日まで、 ニューヨークのすべての公共公園での集会は禁止されています
室内に留まることが重要ですが、空気を入れたり犬を散歩したりする必要がある場合は、セントラルパークの
芝生を再開して、必要な社会的距離を支援し、受動的な孤独な使用のみを許可します。外で数分過ごし、他の
人から少なくとも 6 フィート離してください。

グレートローン、シープメドウ、ノースメドウは現在、パッシブでのみ使用できます。
2020 年 3 月 29 日（日）現在、イーストメドウはニューヨークの COVID-19 削減活動を支援するために閉鎖
されています。
2020 年 4 月 1 日水曜日の時点で、すべてのパークプレイグラウンドは追って通知があるまで閉鎖されます。
セントラルパークは一般に公開されたままです。ただし、ウイルスの蔓延を緩和するため、また公衆衛生当局
からの勧告に合わせて、すべてのビジターセンターは閉鎖されています。
次のツアーとプログラムも 2020 年 5 月 15 日まで休止しています。
Official Central Park Tours 公式セントラルパークツアー
Discovery Walks for Families 家族のためのディスカバリーウォーク
Discovery Kits 発見キット
Chess & Checkers House Gaming チェス＆チェッカーズハウスゲーム
Catch-and-Release Fishing キャッチアンドリリースフィッシング
Pitch In, Pick Up ピッチイン、ピックアップ
Basketball Programs and Field Day Kits バスケットボールプログラムとフィールドデイキット
Lawn Games 芝生ゲーム
Public Group Volunteering パブリックグループボランティア

情報ソース：
セントラルパーク HP
https://www.centralparknyc.org/coronavirus
Solo childbirth, halted fertility treatments: women's healthcare takes hit from coronavirus
Sharon Bernstein, Amanda Becker 5 MIN READ
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-usa-women/solo-childbirth-halted-fertilitytreatments-womens-healthcare-takes-hit-from-coronavirus-idUSKBN21D3OY
U.S. coronavirus death toll rises past 3,000 on deadliest day
By Reuters News ServiceMarch 31, 2020
https://cyprus-mail.com/2020/03/31/u-s-coronavirus-death-toll-rises-past-3000-on-deadliest-day/

3 月 16 日 ハイラインは一時的な閉鎖をした。
来訪者、ボランティア、スタッフの健康を保護するための、50 名以上の集まりの制限とニューヨーク市のバー
やレストランの制限に関する疾病予防管理センター（CDC）からの最近の推奨により、ハイラインは開かれま
せん。
ハイラインがしていること次の対策を実施しています。
・Centers for Disease Control（CDC）と NYC Department of Health で概説されている予防策についてのスタ
ッフの教育
・2020 年 4 月 30 日まで、公衆衛生当局の社会的距離に関する勧告に従って、すべてのツアーやその他のプロ
グラムをキャンセルする

ハイラインからの通知
For the safety of our community, the High Line is not open.
Dear Friend,

Friends of the High Line's Board of Directors, in consultation with senior staff, has decided not to open the High
Line. This was a difficult decision. However, given new recommendations from the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) about limiting gatherings of 50 or more people, the closure of NYC public
schools, and the mayor's limitations on restaurants and bars, we cannot ensure the safety of visitors, volunteers,
or staff.

This decision was informed by recommendations from public officials, the CDC, and the NYC Department of
Health and Mental Hygiene on social distancing as a means to contain community spread of COVID-19. While
we fundamentally believe in the power of parks, especially during challenging times, we have to think about
public health and safety. As an elevated park, the High Line’s design includes staircases and narrow paths.
These unique conditions make it hard for us to meet the social distancing requirements of keeping at least six
feet between people.

During this period, and while we are physically closed, please visit our website and social media channels to stay
connected with the High Line and for the most up-to-date information. Also, visit our online photo galleries—
looking at nature, even just in photos, has proven to lower stress.

Thank you for your support. Please continue to take care of each other.

Be well,

Robert Hammond
Co-Founder and Executive Director
High Line

私たちは基本的に公園の力を信じていますが、特に困難な時期には、公衆衛生と安全について考えなければな
りません。高架公園としてのハイラインのデザインには、階段と細い小道が含まれています。これらの独特
の条件により、少なくとも 6 フィートの距離を保つという社会的距離の要件を満たすことが難しくなりま
す。

この期間中、休園中は、当社のウェブサイトおよびソーシャルメディアチャネルにアクセスして、ハイライン
との接続を維持し、最新の情報を入手してください。また、当社のオンラインフォトギャラリーにアクセス
してください。写真だけでも、自然を見るとストレスが軽減されることが証明されています。

